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第28回日本障がい者スポーツ学会及び 

平成30年度北信越ブロック研修会要項 

参加申込のご案内 

 

■ 開催期日 ２０１９年２月２日(土)～２月３日(日) 

 

■ 会  場 金沢商工会議所、石川県文教会館、石川県政記念しいのき迎賓館 

 
平成の時代最後の第28回日本障がい者スポーツ学会を平成31年2月2日（土）3日（日）金沢市の中心部にござい

ます金沢商工会議所、文教会館、しいのき迎賓館で開催させていただきますこと、誠に光栄に存じます。 

さらに今大会は、全日程を北信越ブロック障がい者スポーツ指導者協議会の共催によるブロック研修の機会とし

ており、わが国の障がい者スポーツ領域における最先端の研究や豊富な実践事例、パラリンピックレガシーや今後

の動向・未来像など、貴重な情報収集及び研修の機会となると確信しております。 

金沢に集う多くの学会員そして指導員の皆様が、障がい者スポーツの明るい未来に向かって、学会・研修会に来

てよかったと思えるような大会になれば幸いです。雪景色のまた一段と風情のある古都金沢で、多くの皆様とお会

いできることを楽しみにしております。 

第28回日本障がい者スポーツ学会大会長 

北信越ブロック障がい者スポーツ指導者協議会会長 

井上明浩 

 

この度は「第28回日本障がい者スポーツ学会及び平成30年度北信越ブロック研修会」が石川県金沢市にて開催さ

れますことを心よりお慶び申し上げます。学会に参加されます皆様の便宜をお図りする為、事務局様からのご依頼

により、株式会社近畿日本ツーリスト中部金沢支店が参加登録・宿泊・懇親会のお手伝いをさせて頂く事になりま

した。ご参加されます皆様方のお申込みを心よりお待ち申し上げております。 

株式会社近畿日本ツーリスト中部 

金沢支店 

支店長 北村達哉 

 

■ ホームページ  https://28thishikawa.wixsite.com/jspss 👈詳しくはこちらをご覧ください。 

 

学会スケジュール 
 

日時 スケジュール 

２月２日

（土） 

 

受付          9:00～        金沢商工会議所ロビー 

開会          9:50～10:00 

一般演題発表      10:00～12:10  金沢商工会議所ホールおよび大会議室 

昼食＜理事会＞     12:30～13:30   

フォーラム       14:00～16:00   石川県文教会館ホール 

総会          16:15～17:00 

懇親会         18:30～20:30   金沢ニューグランドホテル 

 

２月３日

（日） 

 

受付          8:30～    石川県政記念しいのき迎賓館ロビー 

一般演題発表       9:00～11:10   石川県政記念しいのき迎賓館セミナールーム 

パネルディスカッション 11:20～12:50   石川県政記念しいのき迎賓館ガーデンルーム 

閉会          13:00～13:15 

  

  

https://28thishikawa.wixsite.com/jspss
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１ 学会参加費 旅行以外の契約 
 

■参 加 費：学会員 ２,０００円 学生 １,０００円 北信越ブロック障がい者スポーツ指導員 無料 

 

■申込締切：２０１８年１２月１４日（金）１８：００迄 

 

  ※１２月１５日（土）以降のお申込みおよび当日参加の学会参加費は３,０００円 

 ※学生参加者は申込日に関わらず一律１，０００円                

 

＜参加費取消料金＞  

取消日  

取消申出 お申込み翌日より 参加費の１００％ 

休業日と営業時間外の変更・取消のお申し出には対応できませんので、翌営業日の受付となります。 

 

２ 懇親会費 旅行以外の契約 
 

■会  場：金沢ニューグランドホテル              

 

■日  時：２月２日（土）１８：３０～２０：３０ 

 

■参 加 費：５,５００円 

 

■募集定員：先着８０名様 

 

■申込締切：２０１８年１２月１４日（金）１８：００迄 

  

＜懇親会取消料金＞  

取消日  

取消申出 お申込み翌日より 会費の１００％ 

休業日と営業時間外の変更・取消のお申し出には対応できませんので、翌営業日の受付となります。 

 

３ 宿泊プラン 宿泊の取扱は、㈱近畿日本ツーリスト中部金沢支店が旅行企画・募集し実施する募集型企画旅行です。 

 

■宿泊設定日  ２０１９年２月１日(金)、２日（土）、３日（日）の３泊分 

 

■宿泊プラン行程 
日程 行程 

出発日 （１泊目） 各地・・・・各自・・・・ホテル【各自でチェックイン】      金沢泊 

中間日 （２～３泊目） ホテル・・・・各自・・・・ホテル              金沢泊 

最終日 ホテル【各自でチェックアウト】・・・・各自・・・・各地 

 

■宿泊施設およびご旅行代金 （下記代金は、大人おひとり様１泊朝食付、消費税諸税・サービス料込の料金です。） 

 ホテル名 エリア 客室タイプ 食事 宿泊日別 旅行代金 申込記号 

Ａ 
ＡＮＡクラウン 

プラザホテル金沢 
金沢駅 

バス･トイレ付洋室  

シングル＜１名利用＞ 
朝食付 

１日 １９,５００円 

２日 ２２,５００円 

３日 １９,５００円 

Ａ－１ 

バス･トイレ付洋室  

ツイン ＜２名利用＞ 
朝食付 

１日 １６,５００円 

２日 １８,５００円 

３日 １６,５００円 

Ａ－２ 
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Ｂ ホテル日航金沢 金沢駅 

バス･トイレ付洋室  

シングル＜１名利用＞ 
朝食付 

１日 １７,５００円 

２日 ２２,５００円 

３日 １７,５００円 

Ｂ－１ 

バス･トイレ付洋室  

ツイン ＜２名利用＞ 
朝食付 

１日 １３,５００円 

２日 ２０,０００円 

３日 １３,５００円 

Ｂ－２ 

Ｃ ガーデンホテル金沢 金沢駅 

バス･トイレ付洋室  

シングル＜１名利用＞ 
朝食付 

１日  ８,０００円 

２日  ８,０００円 

３日  ８,０００円 

Ｃ－１ 

バス･トイレ付洋室  

ツイン ＜２名利用＞ 
朝食付 

１日  ７,０００円 

２日  ７,０００円 

３日  ７,０００円 

Ｃ－２ 

Ｄ 
金沢セントラル 

ホテル 
金沢駅 

バス･トイレ付洋室  

シングル＜１名利用＞ 
朝食付 

１日  ８,０００円 

２日  ８,０００円 

３日  ８,０００円 

Ｄ－１ 

バス･トイレ付洋室  

ツイン ＜２名利用＞ 
朝食付 

１日  ７,５００円 

２日  ７,５００円 

３日  ７,５００円 

Ｄ－２ 

Ｅ 
ＡＮＡホリデイ・イン

金沢スカイ 
武蔵が辻 

バス･トイレ付洋室  

シングル＜１名利用＞ 
朝食付 

１日 １２,０００円 

２日 １７,０００円 

３日 １２,０００円 

Ｅ－１ 

バス･トイレ付洋室  

ツイン ＜２名利用＞ 
朝食付 

１日  ９,０００円 

２日 １４,０００円 

３日  ９,０００円 

Ｅ－２ 

Ｆ 
ホテルリソル 

トリニティ金沢 
武蔵が辻 

バス･トイレ付洋室  

シングル＜１名利用＞ 
朝食付 

１日  ９,５００円 

２日 １０,５００円 

３日  ９,５００円 

Ｆ－１ 

バス･トイレ付洋室  

ツイン ＜２名利用＞ 
朝食付 

１日  ８,５００円 

２日  ９,５００円 

３日  ８,５００円 

Ｆ－２ 

Ｇ 
金沢ニューグランド

ホテル 
南町 

バス･トイレ付洋室  

シングル＜１名利用＞ 
朝食付 

１日  ９,０００円 

２日 １０,０００円 

３日  ９,０００円 

Ｇ－１ 

バス･トイレ付洋室  

ツイン ＜２名利用＞ 
朝食付 

１日  ８,０００円 

２日 １０,０００円 

３日  ８,０００円 

Ｇ－２ 

Ｈ 金沢東急ホテル 香林坊 

バス･トイレ付洋室  

シングル＜１名利用＞ 
朝食付 

１日 １４,５００円 

２日 １７,５００円 

３日 １４,５００円 

Ｈ－１ 

バス･トイレ付洋室  

ツイン ＜２名利用＞ 
朝食付 

１日  ９,０００円 

２日 １３,０００円 

３日  ９,０００円 

Ｈ－２ 

 

●別紙申込書の宿泊申込記号の欄に第２希望までご記入ください。お申し込みの受付は、先着順とさせていただきます。     

 

●客室はすべて禁煙客室となります。あらかじめご了承くださいませ。 

 

●上記代金はお一人様当りの料金です。 

 

●最少催行人員：１名 

 

●添乗員は同行いたしません。各宿泊施設でのチェックイン手続きはお客様ご自身で行っていただきます。 

 

●旅行代金に含まれるもの ①宿泊代金・サービス料・消費税諸税 ②食事代金（朝食１回、昼食０回、夕食０回） 

 

●旅行代金に含まれないもの 上記以外は旅行代金に含まれませんが、参加にあたって通常必要となる費用を例示します。 

①個人的性格の費用：飲食代、クリーニング代、電話代 ②傷害・疾病に関する医療費 ③任意の旅行傷害保険  

④自宅～宿泊地までの交通費 

 

●旅行代金算出基準日 ２０１８年９月１日 
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＜宿泊プラン取消料金＞ 

取消日 取消料率 

旅行開始日の前日より起算して 

さかのぼって 

 

２１日前まで 無料 

２０日前～８日前まで 代金の ２０％ 

７日前～２日前まで 代金の ３０％ 

 

前日 代金の ４０％ 

旅行開始日の当日（旅行開始前） 代金の ５０％ 

旅行開始後および無連絡不参加 代金の１００％ 

休業日と営業時間外の変更・取消のお申し出には対応できませんので、翌営業日の受付となります。 

 

 

４ 申込・お問い合わせについて  
 

 

 

申込方法 
別紙申込書に必要事項をご記入の上、株式会社近畿日本ツーリスト中部金沢支店までＦＡＸもしくは郵送にてお申し込みく

ださい。お間違い防止の為、お電話によるお申し込みはお受けいたしません。 

申込締切日 
２０１８年１２月１４日（金）１８：００必着 

申込後のスケジュール 

１２月下旬に予約確認書、請求書等のご案内をお送りします。諸費用は１月１８日（金）までに、送付書類記載の指定口座

にご入金してください。振込手数料は各自ご負担にてお願いいたします。当日は、各種予約券をご持参ください。 

変更・取消の方法 
お申し込み後に変更・取消が生じた場合は、変更取消箇所が分かるように申込書にご記入の上、ＦＡＸに

てお知らせください。お間違い防止の為、お電話による変更・取消はお受けいたしません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅行企画・実施 株式会社近畿日本ツーリスト中部 金沢支店 

観光庁官登録旅行業2038号 一般社団法人日本旅行業協会正会員 

ボンド保証会員 旅行業公正取引協議会会員 

住 所： 〒920-0901 石川県金沢市彦三町1-2-1 アソルティ金沢彦三3F 

ＴＥＬ： ０７６－２３２－０５７１ ＦＡＸ：０７６－２３２－３２２８ 

担 当：「第２８回日本障がい者スポーツ学会」事務局 担当 島崎 愛美 

営業日：営業時間：平日9時15分～18時00分（土･日･祝日は休業） 
取消、変更の連絡が休業日・営業時間外の場合は、翌営業日の扱いとなりますので、ご了承ください。 

総合旅行業務取扱管理者：北村達哉 

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当

者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の総合旅行業務 

取扱管理者にお尋ねください。                      承認番号 0450-1809-0001 
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旅行条件（抜粋） 詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し致しますのでご確認の上お申し込みください。 

 

ご旅行条件書（国内旅行） 

 
１．募集型企画旅行契約 

 この旅行は、当社が募集し、実施する募集型企画旅行で、お客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。この条件書に定めない事項は当社募集

型企画旅行業約款によります。当社募集型企画旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求下さい。この書面は旅行業法第 12 条の４による旅行取引条件説明書面

です。また、旅行契約が成立した場合は、旅行業法第 12 条の５により交付する契約書面の一部になります。 

２．旅行の申し込みと契約の成立 

①所定の申込書に所定事項を記入の上、お一人様 6,000 円〜旅行代金全額の申込金を添えてお申込み下さい。 

②電話、郵便、ファクシミリ等の通信手段にてご予約の場合、当社が予約を承諾した日から４日以内に申込書と申込金の支払が必要です。（期間以内に申込金の 

支払がなされなかった場合、当社はご予約がなかったものとして取扱います。） 

③契約は、当社の承諾と申込金の受理をもって成立するものとします。 

３．確定書面（最終日程表）の交付 

 確定した旅行内容・旅行条件が記載された確定日程表は、旅行開始日の７日前までに交付いたします。 

４．旅行代金のお支払 

 ご案内到着後、４日以内に申込書の返送と申込金の振込が必要です。契約は、当社の承諾と申込金（旅行代金）の受理をもって成立するものとします。期間中に

申込金（旅行代金）のお支払がなされなかった場合、当社はご予約はなかったものとして取扱います。 

５．旅行代金に含まれているもの 

 旅行日程に明示した宿泊費、利用交通機関の運賃・料金・バス料金、観光料金（ガイド料、入場料）、食事料金、乗務員経費、消費税。※なお、お客様の都合によ 

り一部利用されなくても払い戻しはいたしません。 

６．旅行代金に含まれていないもの 

 規定を越えた分の手荷物料金、自由行動中の諸料金。およびそれに伴う税・サービス料等。クリーニング代、電報、電話料、追加飲食費など個人的性質の諸費用 

およびそれに伴う税・サービス料・納経料 

７．旅行日程・旅行代金の変更 

①当社は天災地変、戦乱、運送機関における争議行為、官公署の命令、その他の当社の管理できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。 

  また、その変更に伴い旅行代金を変更することがあります。 

②著しい経済状況の変化等により通常予想される程度を大幅に超えて利用する運輸機関の運賃・料金の改訂があった場合は、旅行代金を変更する場合があります。 

増額の場合は旅行開始日前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前に通知します。減額の場合に運賃料金の減少額だけ旅行代金を減額します。 

８．お客様による旅行契約の解除（取消料） 

 お客様は標記の取消料を払って旅行契約することが解除できます。 

①当社の責とならない、ローン、渡航手続等の事由による取消の場合も標記の取消料を頂きます。 

②取消料の対象となる旅行代金とは、標記の旅行代金に一人部屋等追加代金の合計額となります。 

９．取消料（旅行開始日の前日から起算してさかのぼって） 

取消日  ２０日前～８日前 ７日前～２日前 前日  当日旅行開始前 旅行開始後及び無連絡不参加 

取消料率 ２０％      ３０％     ４０％ ５０％     １００％ 

10．当社の理由による旅行の中止 

 申込人員が最少催行人員に満たなかった場合は催行を中止する場合があります。その場合は出発の 14 日前迄に通知いたします。 

11．当社の責任及び免責 

 当社は、当社または手配代行者がお客様に損害を与えたときは損害を賠償いたします。（お手荷物に関係する賠償限度額は一人 15 万円）ただし次のような場合は 

責任を負いません。天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の事故もしくは火災、運送機関の遅延、不通又はこれらの為に生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の 

中止、官公署の命令、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難等。 

12．お客様の責任 

 当社は、お客様の故意または過失、法令もしくは公序良俗に反する行為により当社が損害を被ったときはお客様から損害の賠償を申し受けます。 

13．旅程保証 

 旅行日程に約款の旅程保証に掲げる重要な変更が行われた場合は、旅行業約款（募集型企画旅行契約）の規定により、その変更の内容に応じて旅行代金の１％〜 

５％に相当する額の変更補償金を支払います。ただし、サービス提供の日時、およびサービス提供についての順序の前後は対象外とします。また、一旅行契約に 

ついて支払われる変更補償金の額は、旅行代金の 15％を限度とし、一旅行契約についての変更補償金の総額が 1,000 円未満の場合は、変更補償金は支払いませ 

ん。また、当社は、変更補償金の支払を物品・サービスの提供で代替することがあります。 

14．特別補償 

 当社は責任の有無にかかわらず、お客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体、又は手荷物に被った一定の損害について、所定の補償 

金及び見舞金を支払います。 

15．その他 

 当社はいかなる場合でも旅行の再実行はいたしません。 

16．旅行条件の基準日 

 このパンフレットに記載された旅行サービスの内容および旅行条件は平成 30 年 9 月 1 日現在を基準としております。 

 

個人情報の取り扱いについて 

イ． 当社およびご旅行をお申込みいただいた受託旅行業者（以下「販売店」）は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客さまとの連絡や運送・ 

宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内において当該機関等

に提出いたします。お申込みいただく際には、これらの個人情報の提供についてお客さまに同意いただくものとします。 

ロ． 当社は当社が保有するお客さまの個人情報を商品開発や商品案内など販売促進活動、お客さまへのご連絡や対応のために、当社グループ企業および販売店と

共同利用させていただきます。当社グループ企業および販売店が共同利用する個人情報は以下のとおりです。 

住所、氏名、電話番号、年齢、生年月日、性別、商品購入履歴、メールアドレス 

ハ． 上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社の店頭またはホームページでご確認ください。 

 

■お問い合せ、申込みは 

旅行企画・実施 

株式会社近畿日本ツーリスト中部  金沢支店 

観光庁長官登録旅行業第 2038 号 一般社団法人日本旅行業協会正会員 

TEL(076)232-0571 FAX(076)232-3228 

〒920-0901 金沢市彦三町 1-2-1  アソルティ金沢彦三  3 階 

●営業時間／月〜金曜 9:15〜18:00 土・日・祝日は休業させていただきます。 

●休業日および営業時間外の受付・取消・変更等はお受けできません。 

 翌営業日の受付となります。 

●総合旅行業務取扱管理者 北村 達哉 

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、 

ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にお尋ね下さい。 

 


